平成２５年米子市議会
９月９日(月)
氏
名
発言順
【会派名】
1

原

紀子

【公明党議員団】

９月定例会 各個質問一覧表

午前10時開議
質

問

項

目

１ 商店街と地域の活性化に関する取り組みについて
(1) 本市における空き店舗の実態について
(2) 空洞化対策について
(3) 今後の商店街・地域活性化策について
２ 集中豪雨対策について
(1) 大沢川の氾濫対策と今後の計画について
３ 災害時要援護者の避難対策について
－「災害対策基本法改正案」成立を受けた本市の取り組みについて－

(1) 名簿つくりの外部提供の奨励について
(2) 福祉サービスの早期再開について
(3) 避難所運営の手引きの作成について
(4) 相談窓口を設置した意見反映について
(5) アレルギー対応の非常食について
４ 本市における健康マイレージの取り組みについて
５ 地域で取り組む万引き対策について
(1) 本市の効果的な万引き防止策について
2

笠谷

悦子

【公明党議員団】

１ マイナンバー制度導入について
(1) 庁内における情報連携と行政事務の効率化について
(2) パッケージシステムの具体的な運用による住民の利便性に
ついて
(3) ＩＣカード普及と住民理解について
(4) 導入に対応した個人情報のあり方について
２ 米子駅前地下駐車場と南北一体化について
(1) 地下駐車場の現状と今後の方針・目標・課題について
(2) 南北一体化は米子市活性化の最後のチャンスでは
３ 児童文化センターについて
(1) 施設の老朽化対策について
(2) プラネタリウム室の整備について
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平成２５年米子市議会
3

９月定例会 各個質問一覧表

伊藤ひろえ

１ 米子市の子育て支援策について

【よなご会議】

(1) 課題と現状分析について
(2) 保育料の軽減について
２ キッズキッチンの取り組みについて
(1) 認識について
(2) 米子市での取り組みについて
３ 学校施設の改善について
(1) 暑さ対策について
(2) 学校トイレの機能改善・環境向上について
４ 健康増進施策について
(1) まちの保健室の取り組みについて
(2) スポーツ振興計画について
(3) スポーツ推進審議会について

4

岩﨑

康朗

【蒼生会】

１ 改正耐震改修促進法について
(1) 要緊急安全確認大規模建築物問題の現状認識と課題について
(2) 本市の耐震診断・耐震改修における補助率の現状と本市の
対応について
(3) 県内旅館・ホテル業界からの要望について
２ 伯耆の国よなご文化創造計画（後期計画）について
(1) 前期計画の総括、主な成果と今後の課題について
(2) 未実施事業や、事業が遅れた課題整理について
(3) 後期計画の取り組みと今後の課題について
３ 観光振興策について
(1) 出雲大社大遷宮による本市の集客の現状について
(2) エコツーリズム国際大会の取り組み状況について
(3) エコツーリズムによる米子市の活性化策について

5

松田

正

【蒼生会】

１ 市営大垣住宅について
(1) 市営大垣住宅の今後について
２ 学校教育の指針について
(1) 「生きる力」を培うための学校教育施策について
(2) 小中一貫教育について
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平成２５年米子市議会
6

稲田

清

【よなご会議】

９月定例会 各個質問一覧表

１ 子育て環境と教育施策の充実と少子化対策について
(1) ５歳児健診のあり方と発達障がいへの対応について
(2) 子ども・子育て支援事業計画について
(3) 私立幼稚園就園奨励費助成事業について
(4) 少子化対策について
２ 滞納対策と収納率向上について
(1) 滞納対策への取り組みについて
(2) 収納率向上とマイナンバー制度導入について
３ 平成２４年度部（局）の運営状況の検証と総括について
(1) 中心市街地活性化基本計画の推進について
(2) 地域交通の確保とコミュニティ・バスの利用促進について
４ 平成２５年度部（局）の運営方針と目標について
(1) 防災対策の計画的な推進と災害情報伝達施設の整備・更新
について
(2) 市道安倍三柳線について
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平成２５年米子市議会
９月１０日(火)
氏
名
発言順
【会派名】
7

小林

重喜

【よなご会議】

９月定例会 各個質問一覧表

午前10時開議
質

問

項

目

１ 米子駅南北一体化事業構想について
(1) 南側開発計画と市長の決断について
(2) 概算事業費の精査（市の負担）について
(3) 市の財政状況と南側開発計画との整合性について
(4) ＪＲ西日本米子支社耐震化計画との関係性について
(5) 南側開発計画の費用対効果について
２ 鳥取大学医学部のグラウンド用地（中海埋立地：安倍）について
(1) その後の検討状況（国交省出雲河川事務所と鳥大医学部）
について
(2) グラウンド用地の具体的な青写真について
(3) 今後のスケジュールについて
３ 山陰道米子南ＩＣ～日野川東ＩＣの４車線化事業について
(1) 事業着手はいつか
(2) 今後のスケジュールについて

8

門脇

邦子

【ムスカリ】

１ 地域福祉実現における課題と対策について
～地域で互いに見守り活動等で助け合う(共助)をめぐって
(1) 高齢世帯の現況について
(2) 一人暮らしの高齢世帯の現況について
(3) 米子市における見守り支援活動の現況と課題について
２ 技能労働者(建設労働者)の適切な賃金水準確保について
～公共工事設計における新労務単価決定をめぐって
(1) 平成25年度公共工事設計労務単価の概要について
(2) 新労務単価に伴う取り組みについて
・新労務単価決定の周知方法、変更協議及び請求方法、実績
等について
(3) 新労務単価の徹底について
・実態把握と徹底策について
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平成２５年米子市議会
9

杉谷第士郎
【コモンズ】

９月定例会 各個質問一覧表

１ 野坂市長が掲げる“中心市街地活性化”の取り組みについて
(1) 第２期中心市街地活性化基本計画における行政事業計画
策定の基本方針と進捗状況について
①歴史館の多面的活用計画の検討状況について
②公会堂供用開始後の賑わいづくりへの取り組みについて
③明道公民館の移転要望への対応について
(2) 彫刻ロードを中心市街地活性化方策の重要な地域資源と
して活用すべきではないか？
２ 認知症にやさしいまちづくりについて
(1) 10月13日に開催される認知症の人と家族の会の第29回全国
研究集会の前日12日に、鳥取県認知症フェスティバルが
米子で開催されることについての米子市の認識について
(2) 国のオレンジプラン（認知症施策推進5カ年計画）に対する
米子市としての取り組みについて
(3) 認知症高齢者の地域での生活を支える米子市としての地域
包括ケアシステムづくりの取り組みについて

10

岡村

英治

【日本共産党米子
市議会議員団】

１ 「はだしのゲン」閉架問題と教育委員会のあり方について
(1) 「はだしのゲン」を米子市の教育現場でどう取り扱って
いるか
(2) 松江市での「はだしのゲン」閉架問題をどうとらえるか
(3) 教育委員会のあり方が問われたのではないか
２ 消費税大増税の中止を求めて
(1) 低所得ほど負担が重い逆進性の強い消費税の増税がもたらす
ものについて
(2) 地域の業者にとって消費税増税は死活問題
(3) 市民の暮らしと業者を守るため「増税中止」の声をあげよ
３ ＴＰＰ交渉からの撤退を求めて
(1) 「知る権利を封殺」された中で進められるＴＰＰ交渉からの
撤退を求めよ
(2) 政権与党の総選挙での公約を踏みにじることはあってはなら
ない
４ 生活保護行政と貧困の連鎖を断つ取り組みについて
(1) 今年8月から始まった生活保護基準の引き下げによる受給者
への影響について
(2) 基準の引き下げに伴う他の制度への影響について
(3) 学習支援、スクールソーシャルワーカーなど貧困の連鎖を
断つ取り組みについて
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平成２５年米子市議会
11

岡本

武士

９月定例会 各個質問一覧表

１ 口利き記録制度について

【よなご会議】 ２ 時間外勤務の状況と対応について
３ 監査委員監査報告後の対応について
12

山川

智帆

【虹】

１ 米子市の将来像について
(1) 医療ネットワークづくりの進捗と方向性について
(2) 住まいとエネルギーについて必要な考え方と姿勢について
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平成２５年米子市議会
９月１１日(水)
氏
名
発言順
【会派名】
13

湯浅

敏雄

【蒼生会】
14

尾沢

三夫

【蒼生会】

９月定例会 各個質問一覧表

午前10時開議
質

問

項

目

１ 米子市の待機児童解消について
(1) 国の「待機児童解消加速化プラン」に対しての米子市の対応
について
１ 大沢川周辺の浸水問題について
(1) たび重なる浸水への対策内容について
２ スポーツによる経済活性化策について
(1) スポーツ施設の現状と課題について
(2) 市民球場の改修と経済効果について
(3) 県外からの誘致について
３ 教育基本法改正からの教育現場について
(1) いじめや不登校の状況について
(2) その対策と教員の指導対応について

15

遠藤

通

【一院クラブ】

１ 湊山球場施設廃止と土地利用問題について
(1) 史跡追加指定計画について
(2) 鳥取大学医学部への支援体制について
２ 土地開発公社並びに流通団地事業の債務問題について
(1) 土地開発公社の債務問題について
(2) 流通団地事業の債務問題について

16

野坂

道明

【蒼生会】

１ 伯耆の国よなご文化創造計画（後期計画）について
(1) 山陰歴史館、米子城跡整備事業の意義と整備課題について
(2) 実施工程について
２ 豪雨災害の取り組みについて
(1) 発生状況と対策について
(2) 大沢川周辺の浸水対策について
３ 耐震促進法の見直しについて
(1) 津波発生時における一時避難場所について
(2) 耐震対策緊急促進事業の補助について
４ 公の施設等の見直しについて
(1) 公の施設等の現状と適正配置について
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平成２５年米子市議会
17

松本

松子

【日本共産党米子
市議会議員団】

９月定例会 各個質問一覧表

１ 一般ごみの減量･資源化に努めている市民への助成について
(1) 資源ごみを回収している団体への奨励金の増額を
(2) コンポストを利用し生ごみを減量している市民に「ぼかし」
の助成を
２ 産業廃棄物最終処分場計画を白紙に戻すことを求めて
(1) 環境影響評価の結果について
(2) 事業計画書について
(3) 市民に知らされていないことへの批判について
(4) 米子市環境基本計画に反する計画ではないか
(5) 米子市の第1回の意見はいつごろ、どういう条件下に出される
のか
(6) 「産業廃棄物最終処分場の整備について、県からお伝えした
いこと」という8月26日の県のビラの回収を求められたい
３ すべての子どもの安全と発達を保障する保育を求めて
(1) 保育への公的責任を投げ捨てる「子ども・子育て支援新制
度」の本質と問題について
(2) 「米子市子ども･子育て会議」の検討委員会と検討内容、基本
姿勢について
(3) 国の責任放棄を止めるように求めよ
４ 市営大垣住宅の「建替え」問題について
(1) 地域審議会の「建替え」を求めた答申通り、「建替え」を求
める

18

矢倉

強

【よなご会議】

１ 米子ゴルフ場の土地利用について
(1) 契約切れ後の土地利用計画について
(2) 自衛隊への売却も一案ではないか
(3) 市役所庁舎移転や誘致企業用地への転用も考えられるが
２ 財政投入計画について
(1) 今後の主な事業展開について
(2) 米子駅南北一体化事業の実施時期について
(3) ライフライン事業を優先した財政運営について
３ 鳥取医大を活用したまちづくりについて
(1) 湊山球場や米子港の遊休地の鳥大用地としての活用について
(2) 国県と協調し医療関連産業を誘致してはどうか
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平成２５年米子市議会
９月１２日(木)
氏
名
発言順
【会派名】
19

石橋

佳枝

【日本共産党米子
市議会議員団】

９月定例会 各個質問一覧表

午前10時開議
質

問

項

目

１ 原発の再稼働を許さない
(1) 福島原発事故の現状について
(2) 「新規制基準」について
(3) 島根原発１・２号機の再稼働と３号機の稼働について
２ 買い物困難地域に対策を急いで
(1) 買い物困難地域の実態把握について
(2) 市民や中小業者の取り組みに助成を

20

渡辺

穣爾

【蒼生会】

１ 介護保険について
(1) 社会保障国民会議による要支援の介護保険からの分離につい
て
(2) 12年度より要支援に対するボランティア、ＮＰＯを活用した
サービスの米子市での現状について
(3) 24時間巡回訪問サービス（巡回介護）について
２ 行政財産の目的外使用･貸し付け等について
(1) 行政財産の目的外使用の現状について
(2) 行政財産の定義と適正な使用許可について
(3) 活用されていない財産の管理と活用の促進等について

21

安木

達哉

【公明党議員団】

１ 観光振興策について
(1) 誘客促進対策について
(2) クルーズ船の対応策について
(3) 観光情報発信の推進について
(4) 観光関係機関のそれぞれの役割について
(5) 観光交流拠点について

22

中田

利幸

【仁】

１ ＪＲ米子駅南北一体化について
(1) 南北一体化事業の必要性について
(2) 事業の実現性について
(3) 駅南地区住民に対する行政の責務について
(4) ＪＲ西日本米子支社との覚書について
(5) 事業の行方に対するリスク回避について
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